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■はじめに 

籲コンピュータ本体 

•NEC PC-9 
PC —9 

■対応周辺機器 

FM音源 
儺 

_ 

NEC 
NEC 

•フロッピーテイスク 
•ユーザーズマニュアル 
•ユーザー登録カード 
•マップシート 

■動作環境 

暴MIDI音源 
• GS音源 

※メインメモリは64 OKB必要です。 
※フ□ッピーディスクドライプ2機、またはフロッビーディスクドラ 
イブ1機+RAMドライプが必要です。 

⑩ディスプレイ 
.純正アナ□グRGBカラーデイスブレイ 

本製品を起動するには以下の環境が必要です。以下の環境以外での動作/対応は保 
証致しません。 

この度は弊社ソフト「F iIsnown」をお買い上げ頂き、誠にありがとうござ 
います 
ゲームをされる前に、このマニュアルを必ずお読み下さい. 

_バッケージ内容 

本製品は以下の物によって構成されています。開封後内容物をご確認下さい。 
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■ハードデイスクインストール 

本製品はハードディスクに対応しておりますが、操作ミス等によりお客様に被害が 
生じても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。 

•ハードディスタでのブレイには以下の環境が必要です。 
• J•如以上ノでフォーマットされている^ 
• 5MB以上の空き容量が必要です。 
•メインメモリの使用可能メモリが約55他万以上必要です。 

•上記の環境が整いましたら、以下の手順でインストールを行って下さい， 
① Aディスクをドライブにセットし、カレントドライプをセッ 

卜したドライブに移して下さい。 
② 「//DJTViST」ど入力し、リターンキーを押して下さい。 
③ 以後、画面の指示に従って作業を進めて下さい。 

※インストールには及びハードディスクの知識が必要です。 
電話でのハードディスクインストールについてのお問い合わせにはお答えで 
きません。 1 > ':バ' 

翻起動方法 

•フ□ッビーディスクドライブ2機で起動する方法 
① コンピュータの電源をONUします。 
② ドライプ1にAディスク、ドライブ2にBディスクをセットしリセッ 

トボタンを押して下さい。 

•ドライブ1機とRAMドライプで起動する方法 
① EAMドライプにAディスタの内容をコピーします。 
② フロッピードライブにBディスクをセットします。 
③ 起動装置（立ち上げ装置）にRAMを指定し、再起動しで下さい， 

•ハードディスタで起動する方法 
① コンピュータの電源をONにし、コマンドラインからインストール 
したディレクトリに移動して下さい。 

② 移動先のコマンドライン上で^HDFRlど入力しリターンキーを押 
して下さい。 



■基本操作 

ゲーム中のキーボードの基本操作は次の通りです 

_移動 
(テンキー) 
(テンキー) 
(テンキー) 
(テンキー) 

決定、調べる 

Z キー，SPACE キー 

_キャンセル、メニューウィンドクオーフン 

Xキー，ESCキー 

タイトル^ メ ユ 

ゲーム起動時、画面に表示されるメニ は次の通りです。 

•続きから始める * _■ 镰 以前に記録したセープデータの位置からゲームを 
再開します。セーブデータがない場合は次の「初 
めから始める」を選んで下さい。 

初めから始める 參 _ # 物語の最初からゲームを開始します。 

CONFIG 攀 * _ 使用音源.ゲームスピードなどの各種環境設定を 
行います。 

回想 以前に見たビジュアルを見るこどができます。 
1枚もビジュアルを見ていない場合は、何も表示 
されません. 

♦ DO Sに戻る • • * # ゲームを終了し、DOSに戻ります。 
フロッピーディスクから起動した場合、このコマ 
ンドは表示されません。 

8 2 6 4 
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■ メインメニュー 

フィールドを移動中キャンセルキーを押すこどで、メインメニューを開くこどがで 
きます。メインメニューには次の物がありますU 

•アイテム 

持っているアイテムを使用します。 
中には使用できないアイテ厶もあります。 

■魔法 

今までに覚えた魔法を使用します。 
MPが足りないど使用するこどができません。また、移動中には使用 
できない魔法もあります。 

♦装備 

所有している武器等を装備します。 ： 
装備する武器によって能力値が変化します。購入した武器は必ず装備 
して下さい。また、キャラクタにより装備できるアイテムが異なりま 
す。 

•ステータス 

現在の各キャラクタの能力値の詳細を見ることができます。 

•クイック 

現在の各キャラクタの能力値を簡易的に見るこどができます 

•コンフィグ 

使用音源.ゲームスビードなどの各種環境設定を行いますu 

• □ー ド 

以前に記録したセーブデータの位置からゲームを再開します 

籲ゲー厶終了 

現在のゲームを終了してタイトルメニューに戻ります 



■町やお城 

籲町の人どの会話 

話したい人に接触するこどで会話するこどができます。 
中には重要な情報を与えてくれる人もいるので、注意して耳を傾けま 
Iょ弋 

_宿屋 

宿屋に泊まるこどでHP/MPが全回復します。 
宿泊料金は宿屋によって異なります。 

修武器屋 

武器や鎧、楣などを買うこどができます。 
購入した武器は後で必ず装備しましょう。 

_道具屋 

冒険に必要な道具を買うこどができます。 
初めのうちは回復アイテムを多めに買いましょう。 

♦魔法屋 

魔法瓶に詰める魔法を賈うことができます。 
持っている魔法瓶の数だけ買うこどができます。 

♦教会 

教会で神父に話しかけるこどにより、データのセーブができます。 
こまめにセーブする習慣をつけましょう。 

籲宝箱/扉 

宝箱のそばに立ち決定キーを押すこどにより、宝箱を開けるこどがで 
きます。中には鍵のかかっている物もあります。 



■ ノ《トルメニ 

フィールドを移動中、モンスターに遭遇するど戦闘になります、 
バトルメニューの中から、コマンドを選択してFさい。 

※メインメニューのコンフィグで戦闘モードが自動になっていると、コマンド選択は 
できませんuただし戦闘の初めに、カーソルキーを押し続けているどバトルモード 
メニュー（後述）が開きます。 

•攻撃 

装備中の武器で攻撃します。 

_魔法 

今までに覚えた魔法を使います。 
中には戦闘中使えない魔法もあります。 
魔法の効果については付属のマップシートの裏を参照して下さい。 

•アイテム 

•防御 

•逃げる 

持っているアイテムを使用します。 
中には戦闘中には使用できないアイテムもあります 

〇 

攻撃をしないかわりに、敵から受けるダメージが少なくなります 
Q 

戦闘をやめて逃げ出すこどができます。 
必ず逃げ出すこどができるどは限りません 



0 cr }(、 
■バトルモードメニユー 

メインメニューのコンフィグで戦闘モードが自動になっている時、戦闘の初めに、 
カーソルキーを押し続けているどバトルモードメニューが開きます。 

籲手動 

バトルメニューになります。 

•自動 

自動戦闘に戻ります。 

籲行動 

各キャラクターの自動戦闘の行動パターンを選択します。 

•行動型 

攻鱺• 

攻撃回復 

防御• 
防御回復 

直接攻撃をします。 
直接攻撃をします。 
傷ついた仲間がいたら仲間を回復します。 
防御します。 
防御します。 
傷ついた仲間がいたら仲間を回復します。 

•攻撃型 

直接攻撃••*装備中の武器で攻撃します。 
魔法攻撃•••覚えている魔法で攻撃します。 

呪文を唱えるのにMPが足りない時や攻 
撃魔法を覚えていない時は、装備中の武 
器で攻撃します。 

•回復型 

魔法.仲間を回復する時、魔法を使います。 
アイテム ••• 仲間を回復する時、アイテムを使います 
魔法瓶 • • • • 仲間を回復する時、魔法瓶の魔法を使い 

ます。 



■当ソフトをお買い上げの皆様へ 

•当製品には万全を期していますが、万ーソフト（こ異常がみられる場合は以下の点 
をお確かめ下さい。 

① ゲー厶が起動しない 
•電源がONUなっていますか？ 
•ソフトは正しくセットされていますか？ 

② 音が出ない 
•音源が正しくセットされていますか？ 
•音源の選択は正しくされていますか？ 

③ 画面が表示されない 
•ディスプレイの電源はONになっていますか？ 
•本体どディスプレイは正しく接続されていますか？ 

これらの点をお確かめの上、なおソフトが動作しない場合は、ディスク不良の可 
能性があります。たいへん申し訳ありませんが、詳しい状況をお書きの上、弊 
社までディスクど一緒にお送り下さい。 

•ディスタが壊れたどき 

誤ってディスクを破損した場合、ディスクの修理代どして1枚に付き卯⑽円 
{税込み）どなります 
修理代（定額小為替）ど破損したディスクを、弊社までお送り下さい。 
送料はお客様のご負担でお願いいたします. 

_ゲーム内容について 

弊社ではゲーム内容に関して一切お答えできませんので、あらかじめご了承下 

籲注意 

本マニュアルゃプ□グラムは予告なしに変更される場合があります。 
本製品の一部または全部を弊社に無断で複製、転載するこどは禁止されていま 
す。 

T664 兵庫県伊丹市伊丹1丁目6 — 2 (丹兵ビル2 F) 
リーフ開発サポート係 

TEL 0727-84-2086 
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^ 口兄文の書™™^ 
魔法名称 消费 

MP 魔法効果 

攻撃魔法 

ライト 3 聖光の攻撃魔法 

ライトボウ 7 
ダメ ージと共に敵を麻痺させる 

場合がある 

ライトニクス 10 
ダメージと共に敵を眠らす場合 

がある 

ラインクルス 13 ライトボウの強化版 

シャインクルス 30 聖光系最大の魔法 

ヒダラ 2 炎の攻撃魔法 

ヒダラド 5 ヒダラの強化版 

ヒダラス 9 ヒダラドを敵全員 

ダルヒダラ 15 炎系最大の魔法 

コルド 2 氷の攻撃魔法 

コルドット 5 コルドの強化版 

コルズ 8 コツドットを敵全員 

ダルコルド 13 氷系最大の魔法 

ゥィン 3 風による真空攻撃魔法 

ゥィンド 6 ウィンの強化版 

ウインズ 10 ウィンドを敵全員 

ダルウイン 13 ウィンドの強化版 

ウイルドバーン 20 真空最強魔法 

攻撃補助魔法 

マインドウェーブ 6 味方一人の攻撃力をUP 

リンクス 5 味方一人の守備力を上がる 

ハンサー 5 敵一体の守備力を下げる 

フイルター 4 敵の魔法を封じる 

ノイーズ 6 敵を混乱させる 

スリープ 4 敵を眠らすことができる 

回復魔法 

ヒール 3 味方一人のHPを回復 

ヒーラ 5 ヒールの強化版 

ヒールラ 8 ヒーラを全員に 

フルーヒール 10 HPをMAXまで回復 

フロウ 5 あらゆるステータスを回復 

ポボイズ 3 味方一人の毒を消す 

ホネス 10 戦闘不能を復活させる。 

ホネスト 18 
ホネスの強化版100%復活 

復活時HPMAX 

その他の魔法 

コントラスト 6 
毒の沼地などのダメ ージを無効 

にする 

シュイン 8 
一度行ったことのある町に瞬間 

移動できる 
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フイルスノーン 



フレスノーン 



フ/fルスノーン 



フイルスノーン 



フイん又ノーン 



：7ィルスノーン 





フロッピーデイスクの取り扱いについて 

rn >ディスクは必ず 
エンベロープに 

入れて保護して 

ください。 

6 
•デイスク面に手 □ 

6 を触れないでく 

ださい。 1 

ディスクに損傷 

をあたえるので 

折曲げないでく 

ださい。 

•デイスクに強い 

磁気は近づけな 

でください。 

I最適な使用•保 

管環境（温度23 

t、湿度50%) 

は空調されたと 

ころです。 

装置への挿入は 

正しく、ていね 

いに扱ってくだ 

さい。 

V_ノ 
•万一当方の製造上の原因による不良がありました場合は新しい製品とお取換えし 

ます。それ以外の資はご容赦いただきます。 



郵便はがき 

S 000D 
733 

差出有効期間 
平成8年5月31日 
まで 

兵庫県伊丹市伊丹1丁目6番2号 
(丹兵ビル2 F) 

リーフ開発サポート係 

ふりがな 男•女 

年齢 才 お名前 

ふりがな 

ご住所 〒 

電話番号 - 

ご職業 

お買い上げ商品名 

お買い上げ店名 

お買い上げ日 



この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます〇今 

後、より良い商品を開発するための資料とさせて頂きますので、お手 

数ですがアンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。 

1•本ソフトについてのご感想はいかがですか0 (空檐にはコメントをお書き下さい〇) 

CG(Jャ|クィタ;） 好き，ふつう•嫌い 

CG(背景） うまい，ふつう•へ夕 

CG(| 使；^ 好き•ふつう•嫌い 

シナリオ よい•ふつう•悪い 

操作性 よい•ふつう•悪い 

ミュージック(ノリ） 好き•ふつう•嫌い 

ミュ-ジック(，と！） パッチ、）.ふつう.場違い 

表紙デザイン 好き•ふつう•嫌い 

価 格 お手頃•ふつう•高い 

総合評価 よい•ふつう•悪い 

※ ()•( )•() 
※ご自由にお書き下さい。 

2.よくお読みになるその手の雑誌（複数回答可) 

3.本ソフトのお買い上げ動機 

4.あなたが今までに素晴らしいと思われたソフト（他社製品を含む) 

5.あなたが現在お持ちのパソコン機種、又、今後購入予定の機種は。 

6.今後あなたが遊んでみたいジャンルや弊社へのご意見、ご希望をお書き下さい 

ご協力ありがとうございました。 
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